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第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 
発行に関するお知らせ(ＭＳＣＢの発行) 

 

当社は、平成21年3月2日開催の臨時取締役会において、第三者割当による第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下、「本新株予約権付社債」

という）の発行、並びに金融商品取引法による届出の効力発生後に、ATHENA INVESTMENTとの間で下記

の内容を含む新株予約権付社債引受契約を締結することを決議いたしましたので、その概要につき下記

のとおりお知らせいたします。 

なお、本日開催の臨時取締役会では取締役3名中2名の賛成、1名の反対により決議され、2月27日付

で辞任した監査役3名の反対表明がなされました。同取締役会において、リーガルオピニオン取得につ

いての意見が出されましたが、今時点では取得できておりません。 

本日のＭＳＣＢの発行決議の後、ジャスダック証券取引所より「上場会社の企業行動に関する規

範」に違反する為、同規範第16条第1項第2号の規定に基づき勧告を受けましたが、当社としましては

現在のところ当該勧告に従う予定はありません。 

 

記 

 

 

１． 本新株予約権付社債の目的 

当社は、売上高の減少並びにコスト低減の対応策の取り組みの遅れから、平成16年より5期連続

して営業損失を計上するなど業績の低迷が続いており、会計監査人から、継続企業の前提に疑義

が生じていることを指摘されている状況であります。この状況を打破するため平成19年より経営

体質の改善を図るべく、事業構造の見直し、事業体質の改善を目的とした国内・海外の生産拠点

の統廃合( 適地生産)、海外一貫生産体制の構築、適正人員の配置等、コストの低減、組織・人

材のスリム化を目指した「中期3ヵ年計画」を策定し、企業体質の改善に取り組んで参りましたが、

現状まで赤字体質を脱却する効果は得られておりません。 

また、平成17年より工場、本社ビル、賃貸マンション等の当社資産を売却することで資金化し再

建計画の施策にこの資金を投入してまいりました。昨年6月には追加資金として経営コンサルティ

ング契約を締結したカタリスト株式会社より新株予約権の付与を前提として資金を借り入れまし

た。これらの資金を投入し施策を実行したことによって、平成20年の4月から12月までは営業利益

ベースで、赤字ではあるものの前年同期比60％の改善が見られました。しかしながら昨今の経済

情勢の急変による売上の激減により、今後の運転資金が急速に枯渇している状況であります。 

このような企業存続の危機的な状況の中で 優先の経営課題として「緊急かつより厳しい再建

計画」を実施することが今後の安定成長、収益力の向上につながるとして新たな「ジャルコ再建

計画」を本年１月に策定しました。施策としては、①海外工場の統廃合、②国内事業所の機能再

編成、③販売管理費の削減、スリム化、④組織・人事の改革の計４点を｢構造改革｣の基本骨子と

して早期の業績回復に向けて取り組んでいくこととしております。 

この「構造改革」を実施するための必要資金として、 
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１．一般管理販売費に関する 適人員配置、仕事効率アップに伴う費用として1億5千万円、物流

業務の内部取り込みによる一時的費用として2千万円。 

２．海外販売拠点および生産拠点の統廃合にともなう費用として1億円。 

３．収益の向上を図るため、一貫生産体制の構築を推進するうえでプレス機械、成型機、組立半

自動機等の設備調達費用として1億5千万円。 

   ４．新製品の研究開発費に1億円。 

   ５．改革に必要な人材の採用費用に3千万円。 

以上、合計で550,000,000円の資金を必要としております。 

なお、今回の構造改革に伴うコスト削減額に関しては、月額74百万円を見込んでおります。 

この「構造改革」を実行するための資金調達計画として様々な投資家との交渉を行ってまいりま

した。しかしながらいずれも実行にはいたらず、運転資金が枯渇している現在、 終的には今回

の資金調達方法（ＭＳＣＢ）しかありませんでした。 

今回のＭＳＣＢの発行に対しジャスダック証券取引所からは「上場会社の企業行動に関する規

範」から逸脱している行為との強い指摘を受けております。当社としてはその指摘を重く受け止

めておりますが、法律に違反してはいない為、流通市場の機能及び株主の権利を深く尊重して取

り組んでまいります。当社としては、今回のＭＳＣＢ発行後に投資家の日々の転換・行使数を適

時開示してまいります。 

当社は、ジャスダック証券取引所に対してジャルコ再建計画の合理的な基礎を示すよう求められ

ましたが、本日現在、同取引所に示すことができておりません。 

 

２． 調達する資金の額及び使途 

（１） 調達する資金の額（差引手取概算額） 

１億20百万円 

発行諸費用は発行手数料に22,500,000円、弁護士費用に3,000,000円、その他製本代等で

4,500,000円を予定しております。 

 

（２） 調達する資金の具体的な使途 

今回の差引手取概算額の120,000,000円は、枯渇している運転資金に使用いたします。内訳は3

月前半に手形決済の160,000,000円のうちの66,000,000円、3月中旬に子会社への支払いに

82,000,000円支払ううちの34,000,000円、3月下旬に人件費として50,000,000円支払ううちの

20,000,000円となる予定です。その後は構造改革のために、今回の資金調達の実行を条件に予定

している追加投資と、保証制度を利用した金融機関からの融資の交渉を進め、総額約550,000,000

円を調達し、下記に記載した再建計画の施策に使用します。 

１．一般管理販売費に関する 適人員配置、仕事効率アップに伴う費用として1億5千万円、物

流業務の内部取り込みによる一時的費用として2千万円。 

２．海外販売拠点および生産拠点の統廃合にともなう費用として1億円。 

３．収益の向上を図るため、一貫生産体制の構築を推進するうえでプレス機械、成型機、組立

半自動機等の設備調達費用として1億5千万円。 

４．新製品の研究開発費に1億円。 

５．改革に必要な人材の採用費用に3千万円。 

以上、合計で550,000,000円の資金を必要としております。 

 

（３） 調達する資金の支出予定時期 

平成21年3月中 

 

（４） 調達する資金使途の合理性に関する考え方 

（２）に示した「構造改革」を実行するための資金調達計画として、様々な投資家との交渉を

行ってまいりました。しかしながらいずれも実行にはいたらず、運転資金が枯渇している現在、

終的には今回の資金調達方法（ＭＳＣＢ）しかありませんでした。但し、今回の資金調達を実行す

ることは会社を存続させ、その後の「構造改革」を推進させるための絶対条件となりますので資金
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使途は合理性のあるものと判断しております。 

 

３． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

(1） 近３年間の業績（連結） 

事業年度の末日 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

売上高 8,031,099千円 7,896,732千円 6,785,913千円

営業利益 △759,171千円 △634,545千円 △905,650千円

経常利益 △726,179千円 △697,348千円 △1,114,324千円

当期純利益 △588,820千円 △1,085,625千円 △935,169千円

１株当たり当期純利益(円) △65.34円 △120.50円 △103.81円

１株当たり配当金(円) －円 －円 －円

１株当たり純資産(円) 489.23円 375.29円 288.65円

 

(2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

種  類 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 9,020,000株 100％ 

現時点の転換価格（行使価

額）における潜在株式数 
－株 －株 

下限値の転換価格（行使価

額）における潜在株式数 
－株 －株 

上限値の転換価格（行使価

額）における潜在株式数 
－株 －株 

 

(3)今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当による第１回転換社債型新株予約権社債の発行 

発行期日 平成21年3月17日 

調達資金の額 120,000,000 円（差引手取概算金） 

募集時点における発行済株式数 9,020,000 株 

当該募集における潜在株式数 

当初の転換価格(発行決議日の株式会社ジャスダック証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含

む）の 90％に相当する金額（1 円未満切捨て。以下「当初転

換価格」という。）とする。)における潜在株式数：

9,375,000 株 

割当先 ATHENA INVESTMENT 

 

(4) 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 

該当事項はありません。 

 

(5) 近の株価の状況 

 

① 近３年間の状況 

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

始値 228 円 261 円 132 円

高値 314円 284円 177円
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安値 211円 106円 70円

終値 256 円 132 円 95 円

 

 

② 近６か月間の状況 

 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 2月 

始値 65 円 49 円 40 円 34 円 25 円 23 円

高値 67 円 52 円 41 円 40 円 33 円 24 円

安値 51 円 30 円 31 円 24 円 21 円 12 円

終値 59 円 38 円 34 円 24 円 24 円 13 円

③発行決議日の前日における株価 

 平成21年2月27日現在 

始値 15円

高値 15円

安値 12円

終値 13円

 

４．募集後の大株主及び持株比率 

順位 募集前（平成20年９月30日現在） 

1 ㈲雪谷商事山川 41.63％

2 山川 ヤス子 3.86％

3 日本生命保険相互会社 3.10％

4 松浦 行子 2.45％

5 田村 昭成 2.05％

6 ㈱三井住友銀行 1.83％

7 北野 美子 1.57％

8 磐田電工㈱ 1.34％

9 古澤 祐貴子 1.23％

10 オリックス証券㈱ 1.15％

 （注）1.今回の本新株予約権付社債の募集分については長期保有を約していないため、今回の本新

株予約権付社債の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主数及び持株比率」を

表示していません。 

    2.各株主の持株比率は、大量保有報告書に基づいて、当社で把握している 新の比率を明記

しております。 

 

５．今後の見通し 

今回の新株予約権の発行による業績への影響は、上述した再建計画の諸施策の推進により、平

成21年3月までの構造改革として海外工場の集約、外部委託している物流業務の内部取り込み、

適人員配置、仕事の効率アップおよび既に実行している管理職以上の給与調整により、月額33百

万円の効果を見込んでおります。 

更に平成21年9月までの構造改革としては、海外工場の縮小に伴い固定費の圧縮を図ります。圧

縮後は業務を外部委託することで対処し月額41百万円の効果を見込んでおります。 

これらを実行することにより平成22年3月期には黒字転換し、平成23年3月期には5億円以上の営業

利益を達成します。 

 

６．発行条件等の合理性 
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(1) 発行条件が合理的であると判断した根拠 

当社は昨年より数多くの投資家と様々なスキームを検討してまいりました。しかしながら、

前経営者と投資家との折り合いがつかず不成立となっております。 

    そうした中、当社に透明性の高い資金注入が行われることで構造改革を推進し、収益を上げ、

長期的に既存株主に報いていくことこそが当社の責任であると判断しております。運転資金が

枯渇し時間的な制約の中で確実性の高いスキームと当社の再建に理解のある投資家を追究した

結果、対応いただける投資家の取扱っている商品がＭＳＣＢであったことによりＭＳＣＢのス

キームを選択せざるを得ない状況に至りました。 

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権がすべて行使された場合は、当初行使価格(15円）で算出すると10,000,000株と

なり発行済株式数が19,020,000株となり、現在の発行済株式数9,020,000株に対し210.9％の希

薄化が生じます。また、仮に下限の行使価格（1円）で行使した場合の希薄化は150,000,000株

となり現在の発行済株式数に対し1,763％の希薄化が生じることとなります。流通市場に対して

株価の下落等の大きな影響を生じるものと予測されます。 

しかしながら、当社は、上場企業として既存株主の利益保護に繋がることは、事業を継続発

展させ経営の安定を図ることであると判断しております。今回の資金調達により、当社の緊急

の課題である枯渇した運転資金をまかなうことができ、今後の構造改革（海外工場の統廃合、

国内事業所の機能再編成、販売管理費の削減、スリム化、組織・人事の改革）を実行していく

ことで将来的には当社の企業価値が高まり株価の上昇につながるものと判断しております。

よって、今回の発行数量は当社の発行済株式数を上回る規模ではありますが、事業の継続およ

び上場維持のためには止むを得ないものと判断しており合理性のあるものと認識しております。 

 

７．割当先の選定理由等 

(1)割当先の概要 

  （平成21年2月27日現在）

①名称 ATHENA INVESTMENT 

②所在地 
c/o Maples Corporate Services Limited PO Box 309, 

Ugland House Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 

③代表者の役職・氏名 Sharvourne Rolle 

④資本の額 US＄ 10,000 

⑤事業の内容 投資業 

資本関係 該等事項はありません。 

取引関係 該等事項はありません。 

⑥当社との関係 

人的関係 該等事項はありません。 

 

(2)割当先を選定した理由 

割当先であるATHENA INVESTMENTは、プライベートエクイティファンドであり主に日本企業の

資金調達を円滑にさせるようにサポートすることで、中長期的に企業価値を高めることを目指

しております。ヨーロッパを中心とした広範な地域で活動をしているスイスのピクテ銀行をカ

ストディアンバンクとしております。ピクテ銀行は200年以上の歴史を持ちスイスのマネーロン

ダリング防止法に基づき、また同行独自の厳格なデューデリジェンスを行う銀行であります。

このATHENA INVESTMENTを当社と経営コンサルタント契約を締結しているカタリスト株式会社か

らご紹介いただきました。カタリスト株式会社はコネクター業界の事業再編を支援することを

目的として設立した会社で、昨年5月より当社の事業再建を事業面・資金面からサポートしてい

ただいております。 

今回の出資者は日本の大企業のオーナーであった方で、現在はその会社を売却して資金をピ

クテ銀行に預けております。出資者とはカタリスト株式会社の社長が面談をしており反社会的

勢力ではなく、資金の出所の透明性も確認しているとの報告を受けております。また、当社と
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しても出資者との面会を予定しており、その際、反社会的勢力でないことを確認いたします。 

出資者には現在の厳しい環境における当社の状況、業界における当社の位置づけ、また当社の

資金調達目的・事業方針にも深く理解を頂いております。出資者の保有目的は純投資であり、

当社の経営に介入する意思がないことを確約されていること、資金も潤沢であり本新株予約権

の行使の結果交付を受けることとなる当社株式は適時適切に売却する方針であることをカタリ

スト株式会社から確認した上で引受先に決定いたしました。 

 

（注）本割当は、日本証券業協会会員である第一種金融商品取引業者の斡旋を受けて行われたもの

ではありません。 

 

(3)割当先の保有方針及び転換（行使）制限措置 

割当予定先であるATHENA INVESTMENTは、本新株予約権の行使の結果交付を受けることとな

る当社株式は適時適切に売却する方針です。 

     本件ＭＳＣＢの発行に当たって上場会社の企業行動に関する規範に記載の行使制限措置は講

じていない。 

 

    (4)株券貸借に関する契約 

      当社は、割当先との間で、本新株予約権の行使の結果取得することとなる株式の数量の範

囲内で行う当該株式の売付け等以外の空売りを目的として、当該株式の借株を行わないこと

を合意しております。 

 

    (5)その他 

     今回の第三者割当増資の実行に当たり、開示資料中に記載している以外の契約はありません。 

     平成21年2月27日付けで当社はアテナより1.5億円借入を受けており本件ＭＳＣＢの発行日の

平成21年3月19日に返済する予定であります。 

 

以 上 
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（別添）発行要領 

1． 募集社債の名称 株式会社ジャルコ第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社

債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) （以下「本新株予約権付

社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、本社債に付された新

株予約権のみを「本新株予約権」という。） 

2． 募集社債の総額 金 150,000,000 円 

3． 各募集社債の金額 金 1,000,000 円の１種 

4. 各募集社債の払込金額 金 1,000,000 円（額面 100 円につき金 100 円） 

5. 各新株予約権の払込金額 本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

6. 募集社債の利率 年 5％ 

7. 新株予約権付社債券の 

発行及びその形式 

本新株予約権付社債については、本新株予約権付社債を表章する無記

名式の本新株予約権付社債券を発行するものとし、本新株予約権付社

債の社債権者は、本新株予約権付社債の社債券の全部又は一部につ

き、記名式とすることを請求することはできない。 

なお、本新株予約権付社債は会社法第 254 条第 2 項本文及び第 3 項本

文の定めにより本社債又は本新株予約権の一方のみを譲渡することは

できない。 

8. 物上担保・保証の有無 本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本

新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。 

9. 社債管理者の不設置 本新株予約権付社債は、会社法第 702 条ただし書及び会社法施行規則

第 169 条の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。 

10． 申込期日 平成 21 年 3 月 18 日 

11． 各募集社債の払込期日 平成 21 年 3 月 19 日 

12． 新株予約権の割当日 平成 21 年 3 月 19 日 

ただし、各本社債の払込金額が第 11 項に定める払込期日に当社に払

込まれることを割当ての条件とする。 

13． 募集の方法 第三者割当ての方法により、ATHENA INVESTMENT に割当てる。 

14． 募集社債の償還の方法及び期限 

 (1) 本社債は、平成 21 年 9 月 19 日にその総額を額面 100 円につき金 100 円で償還する。 

 (2) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社の株主総会で

承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部（一部は

不可）を額面 100 円につき金 100 円で繰上償還する。この場合、当社は、本新株予約権付社

債の社債権者に対して、償還日に先立つ 1 か月以上前に事前通知するものとする。 

 (3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、取締役会決議により本新株予約権付社債を取得する

日（以下「繰上償還日」という。）を定めたときは、当該本新株予約権付社債の社債権者に

対し、繰上償還日から 2 週間以上前に事前通知を行った上で、残存する本社債の全部（一部

は不可）を、各本新株予約権付社債 1 個につき金 102 円で、繰上償還することができる。 

 (4) 本新株予約権付社債の社債権者は、平成 21 年 3 月 20 日以降、その選択により、当社に対し

て償還日から 5 営業日前までに事前通知を行い、かつ当社の定める請求書に請求の年月日等

を記載してこれに記名捺印し、繰上償還を請求しようとする本新株予約権付社債券を第 19

項記載の償還金支払場所（以下「償還金支払場所」という。）に提出することにより、いつ

でも、その保有する本新株予約権の全部または一部を、各本新株予約権付社債 1 個につき金

100 円で取得することを当社に対して請求する権利を有する。 

 (5) 当社は、本新株予約権の割当日の翌日以降、いつでも本新株予約権付社債を買い入れることがで

きる。かかる買入れを行った場合には、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却するものと

する。 

 (6) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上

げる。 

15． 新株予約権の数  
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 各本社債に付する本新株予約権の数は 1個とし、合計 150 個の本新株予約権を発行する。 

16． 新株予約権の内容  

 (1) 新株予約権の目的である株式の種類及びその数の算定方法 

  本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使請求により

当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込金額の

総額を本項第(3)号記載の行使価額（ただし、本項第(4)号乃至第(8)号によって修正又は調

整された場合は修正後又は調整後の行使価額）で除して得られる 大整数（以下「交付株式

数」という。）とする。この場合に１株未満の端数を生じたときにはこれを切り上げ、現金

による調整は行わない。 

 (2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

  本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該

本社債の価額はその払込金額と同額とする。 

 (3) 転換価額 

  本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる 1 株当

たりの額（以下「転換価額」という。）は、当初、発行決議日の株式会社ジャスダック証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）の 90％に相当する金額

（1 円未満切捨て。以下「当初転換価格」という。）とする。当初転換価格は 1 株に付き 15

円とする。 

 (4) 転換価額の修正 

  当社は、払込日の翌日以降の毎取引日において、当該日において有効な行使価額と当該日の

株式会社ジャスダック証券取引所（以下「取引所」という。）における当社普通株式の普通

取引の終値（気配表示を含む。）の 90％に相当する金額（1 円未満切捨て。以下「基準価

格」という。）を比較し、基準価額が行使価額を下回る場合には、行使価額を当該基準価格

に修正する。 

 (5) 転換価額の調整 

  当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(6)号に掲げる各事由により当社普通株式数

に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使

価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 
 
  交付普通株式数×1 株当たりの払込金額 
  既発行普通株式数＋                    

    時    価 
調整後行使価額＝調整前行使価額×                              

 既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

 

(6) 行使価額調整式により本新株予約権付社債の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行

使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

 ① 本項第(7)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合

（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場

合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）その他の証券もしくは権利の転換、交換もしくは行使による場合を除

く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込

期間の 終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利

を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

 ② 株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通

株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式

の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(7)号②に定める時価を下回

る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当て

の場合を含む。）、又は本項第(7)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通

株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社
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債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」

という。）の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付され

たものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予

約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以

降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための

基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取

得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、

当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時

点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価

額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適

用する。 

 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の取得と引換えに本項第(7)号②に定める時価を下回る対価を

もって当社普通株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調

整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の本項第(7)号③に定める完

全希薄化後普通株式数が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、

調整後の行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみな

して、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普

通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 

 ⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式 1 株当たりの対価（本⑤におい

て「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本項第(6)号乃至第(8)号と類似

の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後の当

該取得価額等が、当該修正が行われる日（以下「修正日」という。）における本項第

(7)号②に定める時価を下回る価額になる場合 

(i) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が修正日前に

行われていない場合、調整後の行使価額は、修正日に残存する取得請求権付

株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が

交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、修正

日の翌日以降、これを適用する。 

(ii) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が

修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全

てを修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付された

ものとみなしたときの本項第(7)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、当

該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後

の行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみ

なして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降、

これを適用する。なお、1 か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場

合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの も低い

ものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日

の翌日以降、これを適用する。 

 ⑥ 本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本号③における新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資さ

れる財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して当該株式又は

新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取

得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。 

 ⑦ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その

他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後

の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株
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予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交

付するものとする。ただし、株券の交付については本項第(15)号の規定を準用する。

(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された当社普
通株式数 

株式数＝  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

調 整 後 転 換 価 額 

  この場合に 1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、その端数に調整後行使価

額を乗じた金額を返還する。 

 (7) ① 行使価額調整式の計算については、1円未満を切り捨てる。 

 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第

(6)号⑦の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の株式会社ジャス

ダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のな

い日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、1円未満を切り捨てる。 

 ③ 完全希薄化後普通株式数は、調整後の行使価額を適用する日の 1 か月前の日における

当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除

し、当該行使価額の調整以前に、本項第(6)号乃至第(8)号に基づき「交付普通株式

数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を

加えたものとする（当該行使価額の調整において本項第(6)号乃至第(8)号に基づき

「交付普通株式数」に該当するものとみなされることとなる当社普通株式数を含

む。）。 

  ④ 本項第(6)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場

合における調整後の行使価額は、本項第(6)号の規定のうち、当該証券又は権利に類

似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 

 (8) 本項第(6)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

必要な行使価額の調整を行う。ただし、本新株予約権付社債の社債権者が、割当予定先であ

る ATHENA INVESTMENT のみである場合は、ATHENA INVESTMENT と協議のうえ、その承諾を得

るものとする。 

 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、新設分割、他の会社が行う吸収分割による

当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による

当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

 ② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の

調整を必要とするとき。 

 ③ 行使価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。 

 (9) 本項(5)乃至(8)により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨

及びその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額、その適用の日その他必要な事項を本

新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただし、本項(6)⑦の場合その他適用の日の前日

までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

 (10) 新株予約権を行使することができる期間 

  本新株予約権付社債の社債権者は、平成 21 年 3 月 20 日から平成 21 年 9 月 19 日までの間

（以下「行使可能期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使すること（以下「行使

請求」という。）ができる。ただし、行使可能期間は、①当社が、第 14 項第(2)号又は第

(3)号に基づき本社債を繰上償還する場合は、償還日の前銀行営業日まで、②当社が、第 14

項第(5)号に基づき取得した本社債を消却する場合は、当社が本社債を消却した時まで、③

当社が、第 18 項に基づき本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失

した時までとする。上記いずれの場合も、平成 21 年 9 月 19 日より後に本新株予約権を行使

することはできない。 

 (11) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 40

条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の

結果 1 円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備

金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 (12) 新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 (13) 新株予約権の取得事由 
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  当社による本新株予約権の取得事由は定めない。 

 (14) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第 20 項記載の行使請求受付場所（以下「行使請求受

付場所」という。）においてこれを取り扱う。 

 (15) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞なく株券を交付する。 

 (16) 当社が単元株式数の定めを導入する場合等、本新株予約権付社債の社債要項の規定中読み替

えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

17. 担保提供制限 

 当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国

内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権

付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新

株予約権付社債とは、会社法第 2 条第 22 号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第

236 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、本新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債

を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。 

18. 期限の利益喪失に関する特約 

 (1) 当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。 

 ① 当社が第 14 項の規定に違背したとき。 

 ② 当社が、第 17 項に定める規定に違背したとき。 

 ③ 当社が、上記①②以外に本新株予約権付社債の社債要項の規定に違反し、本新株予約

権付社債の社債権者から是正を求める通知を受領した後 30 日以内にその履行又は是

正をしないとき。 

 ④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁

済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 5 億円を

超えない場合は、この限りではない。 

 ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来して

もその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金

債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ

の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 5 億

円を超えない場合は、この限りではない。 

 ⑥ 当社又は当社の取締役もしくは監査役が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、

会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立をし、又は当社の取締役会において解

散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。 

 ⑦ 当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、又は特別清算開

始の命令を受け、または解散（合併の場合を除く。）したとき。 

 ⑧ 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押もしくは仮処分の執行も

しくは競売（公売を含む。）の申立てを受け、または滞納処分としての差押を受ける

等当社の信用を著しく毀損する事実が生じたとき。 

19. 償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

 株式会社ジャルコ 管理本部 

20. 行使請求受付場所 東京都文京区湯島一丁目 6番 1 号 

 株主名簿管理人 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

21. 新株予約権付社債の社債権者に通知する場合の公告 

 本新株予約権付社債の社債権者に対し通知をする場合の公告は、当社の定款所定の方法によりこれ

を行う。当社が当社定款の変更により、当社の公告を電子公告により行うものとした場合、本新株

予約権付社債の社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社

の定款所定の電子公告の方法により行い、かつ、電子公告を行った旨を本新株予約権付社債の社債

権者に対し通知するものとする。ただし、いずれの場合も、法令に別段の定めがあるものを除き、

公告の掲載に代えて本新株予約権付社債の社債権者に対し直接に通知する方法によることができ

る。 

22. 本新株予約権付社債は会社法第 254 条第 2 項本文及び第 3 項本文の定めにより本社債又は本新株予

約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

23. 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はで

きず、かつ、本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権の価値と本社債の利率、繰上償還及び

払込金額等その他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換

えに金銭の払込みを要しないこととした。 

24. 上場申請の有無   なし 
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 以 上

 


